
書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

ものすごくおおきなプリンのうえで
二宮由紀子／ぶん
中新井純子／え（教育画劇）

2010 E/ﾅｶｱ/10.4

がっこうかっぱのイケノオイ
山本悦子／作
市居みか／絵（童心社）

2010
913.6/ﾔﾏﾓ
/10.12

アリクイにおまかせ
竹下文子／作
堀川波／絵（小峰書店）

2010
913.6/ﾀｹｼ
/10.5

エディのやさいばたけ
サラガーランド／さく
まきふみえ／やく（福音館書店）

2010 E/ｶﾗﾝ/10.3

ヤマトシジミの食卓
吉田道子／作
大野八生／画（くもん出版）

2010
913.6/ﾖｼﾀ
/10.6

わたしのとくべつな場所
パトリシア・マキサック／文
ジェリー・ピンクニー／絵
（新日本出版社）

2010 E/ﾋﾝｸ/10.9

忘れないよリトル・ジョッシュ
マイケル・モーパーゴ／作
渋谷弘子／訳（文研出版）

2010 933/ﾓﾊｺ/10.12

ホスピタルクラウン・Kちゃんが行く
笑って病気をぶっとばせ!

あんずゆき／文（佼成出版社） 2010 916/ｱﾝｽ/10.12

こども電車 岡田潤／作・挿画（金の星社） 2010
913.6/ｵｶﾀ
/10.12

天風の吹くとき
福明子／作
小泉るみ子／絵（国土社）

2010 913.6/ﾌｸ/10.7

犬どろぼう完全計画
バーバラ・オコーナー／作
三辺律子／訳（文溪堂）

2010 933/ｵｺﾅ/10.10

クジラと海とぼく
水口博也／文
しろ／絵（アリス館）

2010 489/ﾐﾅｸ/10.9

平成23年度第57回青少年読書感想文全国コンクール課題図書

　　　※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。
　　　※書名の後ろに＜静＞がついているものは「静岡県夏休み推せん図書」にも選ばれています。

小学校低学年の部

小学校中学年の部

小学校高学年の部



聖夜 佐藤多佳子／著（文藝春秋） 2010
913.6/ｻﾄｳ
/10.12

スピリットベアにふれた島
ベン・マイケルセン／作
原田勝／訳（鈴木出版）

2010 933/ﾏｲｹ/10.9

夢をつなぐ
山崎直子の四〇八八日

山崎直子／著（角川書店） 2010 538/ﾔﾏｻ/10.7

野川 長野まゆみ／著（河出書房新社） 2010
913.6/ﾅｶﾉ
/10.7

マルカの長い旅
ミリヤム・プレスラー／作
松永美穂／訳（徳間書店）

2010 943/ﾌﾚｽ/10.6

光が照らす未来
照明デザインの仕事

石井幹子／著（岩波書店） 2010 545/ｲｼｲ/10.10

中学校の部

高等学校の部

展示期間2011年７月１日～８月30日
〒422-8002静岡市駿河区谷田53-1静岡県立中央図書館

子ども図書研究室TEL054-262-1243（資料課）



書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

ぴっつんつん
もろかおり／絵
武鹿悦子／文（くもん出版）

2010 E/ﾓﾛ/10.5

ちょうどいいよ
竹下文子／作
鈴木まもる／絵（佼成出版社）

2010 E/ｽｽｷ/10.11

ワニあなぼこほる 石井聖岳／作（イースト・プレス） 2010 E/ｲｼｲ/10.10

ちいさなタグボートポッポ
セバスチャン・ブラウン／作・絵
まえざわあきえ／訳（徳間書店）

2010 E/ﾌﾗｳ/10.6

パンダのダンパ
鈴木位知子／さく
吉田稔美／え（ひくまの出版）

2010
913.6/ｽｽｷ
/10.4

だいこんだんめんれんこんざんねん 加古里子／さく（福音館書店） 2010 E/ｶｺ/10.10

へっぽこまじょこニコとニキ
あいはらひろゆき／作
あだちなみ／絵（小学館）

2010 E/ｱﾀﾁ/10.10

空からきたひつじ
フレート・ロドリアン／作
ヴェルナー・クレムケ／絵
（徳間書店）

2010 943/ﾛﾄﾘ/10.3

カタツムリはサーカス名人?
谷本雄治／作
こぐれけんじろう／絵（文溪堂）

2010
913.6/ﾀﾆﾓ
/10.7

うさぎの庭
広瀬寿子／作
高橋和枝／絵（あかね書房）

2010
913.6/ﾋﾛｾ
/10.11

海をわたった折り鶴 石倉欣二／作（小峰書店） 2010 E/ｲｼｸ/10.7

びっくり!?昆虫館
いろ・もよう・かたち

新開孝／写真・文（岩崎書店） 2010 486/ｼﾝｶ/10.7

平成23年度静岡県教育研究会学校図書館研究部選定静岡県夏休み推せん図書
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幼児向き

小学校低学年（１～２年）向き

小学校中学年（３～４年）向き



ぼくの夏休み革命
つちもととしえ／作
大庭賢哉／絵（国土社）

2010
913.6/ﾂﾁﾓ
/10.2

煮干しの解剖教室
小林眞理子／文
泉田謙／写真（仮説社）

2010 487/ｺﾊﾔ/10.7

「希望」という名の船にのって＜緑＞
森下一仁／著
きたむらさとし／画
（ゴブリン書房）

2010
913.6/ﾓﾘｼ
/10.7

11をさがして＜緑＞
パトリシア・ライリー・ギフ／作
岡本さゆり／訳（文研出版）

2010 933/ｷﾌ/10.9

自分の世界をもちなさい
好きなことがあなたを強くする

假屋崎省吾／著（PHP研究所） 2010 159/ｶﾘﾔ/10.9

御師弥五郎
お伊勢参り道中記

西條奈加／著（祥伝社） 2010
913.6/ｻｲｼ
/10.11

秘密のスイーツ 林真理子／著（ポプラ社） 2010
913.6/ﾊﾔｼ
/10.12

ヒトラー・ユーゲントの若者たち
愛国心の名のもとに

S.C.バートレッティ／著
林田康一／訳（あすなろ書房）

2010 379/ﾊﾄﾚ/10.10

キノコ雲に追われて
二重被爆者９人の証言

ロバート・トランブル／著
吉井知代子／訳（あすなろ書房）

2010 369/ﾄﾗﾝ/10.7

わたしは、わたし
ジャクリーン・ウッドソン／作
さくまゆみこ／訳（鈴木出版）

2010 933/ｳｯﾄ/10.7

わたしたちはまだ、その場所を知らない 小池昌代／著（河出書房新社） 2010
913.6/ｺｲｹ
/10.6

小学校高学年（５～６年）向き

中学生向き



書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

かしこいさかなはかんがえた
クリス・ウォーメル／作・絵
吉上恭太／訳（徳間書店）

2010 E/ｳｫﾒ/10.9

ふしぎなのらネコ
くさのたき／作
つじむらあゆこ／絵（金の星社）

2010
913.6/ｸｻﾉ
/10.9

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記
27　大てんぐあらわれるの巻

なすだみのる／作
あべはじめ／絵（ひくまの出版）

2010
913.6/ﾅｽﾀ
/10.1

いちばんあいされてるのはぼく 宮西達也／作絵（ポプラ社） 2010 E/ﾐﾔﾆ/10.9

３にん４きゃく、イヌ１ぴき
たからしげる／著
東野さとる／絵（くもん出版）

2010
913.6/ﾀｶﾗ
/10.6

チキチキバンバン １
チキチキバンバンはまほうの車

イアン・フレミング／さく
ジョン・バーニンガム／え
（あすなろ書房）

2010 933/ﾌﾚﾐ/10.9

ロンとククノチの木
小原麻由美／作
ラウラ・スタニョ／絵（PHP研究所）

2011
913.6/ｺﾊﾗ
/11.1

ヒックとドラゴン ５
灼熱の予言

ヒック・ホレンダス・ハドック三世／作
クレシッダ・コーウェル／古ノルド語訳
（小峰書店）

2010 933/ﾊﾄｯ/10.6

ミクロ家出の夜に 金治直美／著（国土社） 2010
913.6/ｶﾅｼ
/10.4

とどろケ淵のメッケ
富安陽子／作
広瀬弦／絵（佼成出版社）

2010
913.6/ﾄﾐﾔ
/10.4

ぼくの図書館カード
ウイリアム・ミラー／文
グレゴリー・クリスティ／絵
（新日本出版社）

2010 E/ｸﾘｽ/10.11

変わり者ピッポ
トレイシー・E.ファーン／文
ポー・エストラーダ／絵
（光村教育図書）

2010 E/ｴｽﾄ/10.1
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書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

うがいライオン
ねじめ正一／作
長谷川義史／絵（鈴木出版）

2010 E/ﾊｾｶ/10.7

こぞうさんとりゅうのたま
はせがわかこ／ぶん・え
（大日本図書）

2010 E/ﾊｾｶ/10.4

ひゅーどろどろかべにゅうどう
角野栄子／作
はたこうしろう／絵（小峰書店）

2010
913.6/ｶﾄﾉ
/10.12

なきむしなっちゃん
そうまこうへい／作
かとうあやこ／絵（講談社）

2010
913.6/ｿｳﾏ
/10.4

アデレード
そらとぶカンガルーのおはなし

トミー・ウンゲラー／作
池内紀／訳（ほるぷ出版）

2010 E/ｳﾝｹ/10.9

ピンクのれいぞうこ
ティム・イーガン／作・絵
まえざわあきえ／訳
（ひさかたチャイルド）

2010 E/ｲｶﾝ/10.10

ふしぎなまちのかおさがし 阪東勲／写真・文（岩崎書店） 2011 E/ﾊﾝﾄ/11.3

とりになったきょうりゅうのはなし 大島英太郎／さく（福音館書店） 2010 E/ｵｵｼ/2010

平成23年度全国学校図書館協議会（ＳＬＡ）選定
第44回「夏休みの本」（緑陰図書）
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小学校低学年



かばた医院のひみつ
中島和子／作
秋里信子／絵（金の星社）

2010
913.6/ﾅｶｼ
/10.12

アヤカシ薬局閉店セール
伊藤充子／作
いづのかじ／絵（偕成社）

2010
913.6/ｲﾄｳ
/10.11

あけもどろの空
ちびっこヨキの沖縄戦

高柳杉子／著（子どもの未来社） 2010
913.6/ﾀｶﾔ
/10.11

マグナス・マクシマス、なんでもはかり
ます

キャスリーン・T.ペリー／文
S.D.シンドラー／絵
（光村教育図書）

2010 E/ｼﾝﾄ/10.7

だいすきだよ、オルヤンおじいちゃん
カミラ・ボルイストレム／作
石井登志子／訳（徳間書店）

2010 949/ﾎﾙｲ/10.8

ジジのエジプト旅行
ラッシェル・オスファテール／作
ダニエル遠藤みのり／訳
（文研出版）

2010 953/ｵｽﾌ/10.11

イルカ 水口博也／文・写真（アリス館） 2010 489/ﾐﾅｸ/10.5

笑顔大好き地球の子
田沼武能／写真・文
（新日本出版社）

2010 384/ﾀﾇﾏ/10.10

アンモナイトの森で
少女チヨとヒグマの物語

市川洋介／作
水野ぷりん／絵（学研教育出版）

2010
913.6/ｲﾁｶ
/10.7

ヘヴンリープレイス
濱野京子／作
猫野ぺすか／絵（ポプラ社）

2010
913.6/ﾊﾏﾉ
/10.7

モーツァルトはおことわり
マイケル・モーパーゴ／作
マイケル・フォアマン／絵
（岩崎書店）

2010 933/ﾓﾊｺ/10.7

11をさがして＜静＞
パトリシア・ライリー・ギフ／作
岡本さゆり／訳（文研出版）

2010 933/ｷﾌ/10.9

片腕のキャッチ
M.J.アウク／作
日当陽子／訳（フレーベル館）

2010 933/ｵﾁ/10.8

どうしてアフリカ？どうして図書館？
さくまゆみこ／著
沢田としき／絵（あかね書房）

2010 294/ｻｸﾏ/10.6

小惑星探査機「はやぶさ」宇宙の旅
佐藤真澄／著
渡辺勝巳／監修（汐文社）

2010 538/ｻﾄｳ/10.9

フィボナッチ
自然の中にかくれた数を見つけた人

ジョセフ・ダグニーズ／文
ジョン・オブライエン／絵
（さ・え・ら書房）

2010 E/ｵﾌﾗ/10.9

小学校中学年

小学校高学年



「希望」という名の船にのって＜静＞
森下一仁／著
きたむらさとし／画
（ゴブリン書房）

2010
913.6/ﾓﾘｼ
/10.7

幸せの器
おぎぜんた／作
坂田泉／絵（偕成社）

2010
913.6/ｵｷ
/10.11

約束
「無言館」への坂をのぼって

窪島誠一郎／作
かせりょう／絵（アリス館）

2010 720/ｸﾎｼ/10.6

消えたヴァイオリン
スザンヌ・ダンラップ／著
西本かおる／訳（小学館）

2010 933/ﾀﾝﾗ/10.8

チョッキー
ジョン・ウインダム／著
金利光／訳（あすなろ書房）

2011 933/ｳｨﾝ/11.2

甲子園がくれた命 中村計／著（講談社） 2011 783/ﾅｶﾑ/11.3

形と曲面のひみつ 瀬山士郎／著（さ・え・ら書房） 2010 415/ｾﾔﾏ/10.12

紅茶が動かした世界の話 千野境子／著（国土社） 2011 619/ﾁﾉ/11.2

つるかめ助産院 小川糸／著（集英社） 2010
913.6/ｵｶﾜ
/10.12

下町ロケット 池井戸潤／著（小学館） 2010
913.6/ｲｹｲ
/10.11

白い河
風聞・田中正造

立松和平／著(東京書籍) 2010
913.6/ﾀﾃﾏ
/10.6

大草原のちいさなオオカミ
姜戎／作
唐亜明／訳（講談社）

2010 923/ｼｬﾝ/10.12

奇跡の夢ノート
石黒由美子／著
（日本放送出版協会）

2010 785/ｲｼｸ/10.8

サッカーボールの音が聞こえる
ブラインドサッカー・ストーリー

平山讓／著（新潮社） 2010 916/ﾋﾗﾔ/10.7

風をつかまえた少年
14歳だったぼくはたったひとりで風力発
電をつくった

ウィリアム・カムクワンバ／著
ブライアン・ミーラー／著
（文藝春秋）

2010 936/ｶﾑｸ/10.11

ファーブルが観た夢
地球生命の不思議な迷宮

森昭彦／著
（ソフトバンククリエイティブ）

2010 486/ﾓﾘ/10.8

中学校

高等学校
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〒422-8002静岡市駿河区谷田53-1静岡県立中央図書館

子ども図書研究室TEL054-262-1243（資料課）


